下沢代表が代表質問
新年度予算などを可決

県政対話集会

東御

州・新風・みらい﹂
による2回目の県政
対話集会を開催︑東
御市民を中心に約
200人が参加しま
した︒
東御市区選出の石
和大県議司会のも
と︑下沢順一郎代表
のあいさつに続き︑
当会派の 名の県議
が自己紹介を行い︑
その後︑対話形式で
行われた意見交換で
は︑予定時間を超え
名の方々から貴重
なご発言をいただき
ました︒
﹁議会改革に取り組ん

会派代表

1月 日︑東御市中
央公民館において﹁信

ごあいさつ

小島 康晴

でいる姿が見て取れな
い﹂とのご意見に対し
高橋宏顧問は﹁選挙
区︑定数の見直しなど
について︑次の選挙に
向けて何らかのアクシ
ョンが起こせるようし
っかり取り組んでい
く﹂と答えました︒
そのほか︑大北森林
組合補助金の不正受給
問題︑子どもの性被害
防止やネット対策︑若
者の農業参加への期待
などのご意見をいただ
きました︒
今後の県政課題に対
して︑身の引き締まる
思いで臨んでいく覚悟
を各議員が再確認させ
ていただく絶好の機会
となりました︒

勢の発展を目指します︒
会派一丸となって︑地
域に足を運び︑県民の皆
様と対話するよう努め︑
また︑不断の議会改革に
取り組んでまいります︒
引 き 続 き︑
ご支 援・ご協
力をお願いいたします︒

E-mail info@shinshinmirai.com

検索
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2月 日に開会した二月定例県議会は︑３ 月
日 ま で の 本 会 議 で ︑ 総 額 ８ ７ ５ ７ 億 円 余の
年度予算案︑長野県手話言語条例案など知事提
出の 議案を審議︑早期議決済みの2議案と合
わせ全 議案を原案どおり可決しました︒
会期末の役員改選では︑下沢順一郎代表が副
議長に選任され︑常任委員会構成は別表のとお
り決定しました︒
会派では︑小島前副議長が代表に就任しまし
た︒
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28 当初＋2 月補正 8,841 億円〈＋37 億円 ＋0.4%〉

会派HP

長野県庁県議会棟内（026）232−0087

発行・編集／信州・新風・みらい

月補正
︵国補正対応︶

◎依田明善
〇寺沢功希

84

ｉｎ

任したことに伴い︑会派
代表に就任いたしまし
た︒
会派の基本理念である
﹁県政改革の理念を共有
し︑県政に常に新しい風
を送り︑未来の信州を創
っていく﹂ことをもと
に︑県民生活の向上と県

堀場秀孝
埋橋茂人

下沢代表が副議長に就

危機管理建設

ス両面からターゲットと
する路線や航空会社の絞
り込みを検討している︒
調査を踏まえ実現に向け
取り組みを加速化する︒
︻下沢議員︼
子どもの貧困
の連鎖を防止するために
は学習支援策の充実を図
るべきだ︒
︻阿部知事︼
意見募集中の
﹁子どもの貧困対策推進
計画﹂案で︑すべての子
どもが学びたいことを学
べるという姿を示してい
る︒給付型奨学金の創設
や家庭の補完機能を持つ
居場所づくりを促進して
いく︒
︻下沢議員︼
県は﹁ＴＰＰ
協定に係る農林業分野対
応方針﹂を出したが︑今
後どう進めていくのか︒
︻阿部知事︼
国の品目別対
策を最大限活用し︑攻め
の農林業︑輸出促進︑地
消地産を推進していく︒
︻下沢議員︼
長時間労働の
是正を︑信州ならではの
働き方の推進に据えては
いかがか︒
︻阿部知事︼
この2月には
私が座長の﹁長野県働き
方改革・女性活躍推進会
議﹂を立ち上げた︒今後
﹁オール信州﹂で取り組
んでいく︒

今井愛郎
〇花岡賢一

山岸喜昭
今井愛郎

〇小林東一郎
◎堀場秀孝

竹内久幸
決算特別（内定） 小島康晴

下沢代表が副議長に就任

小林東一郎

〇石和 大
山岸喜昭

高橋 宏
県民文化健康福祉 竹内久幸
環境産業観光
荒井武志

小島康晴
吉川彰一

総務企画警察

2,942
〈+10〉
平成 28 年度
2,551
826
1,334
当初予算
941
〈+46〉
〈△33〉 〈+10〉
〈+26〉
8,757 億円
〈＋62億円＋0.7%〉
163
〈＋3〉
社会保障関係費

扶助費

◯副委員長）

（◎委員長

常任委員会等構成

780
人件費
2,541

3,768 億円
〈＋56 億円 ＋1.5%〉
4,989 億円
〈＋6 億円 ＋0.1%〉

県税交付金等

2

投資的経費、
補助費、
物件費等
2,932
915

12

17

74

76

︻下沢議員︼
最先端産業・ ︻阿部知事︼
組合は︑元専
技術に目を配り︑県内企 務の賠償金や役員報酬の
業発展への手を差し伸べ 返納金を原資として経営
るような体制づくりが必 再建を行い事業収益を確
要だ︒
保し返還するとしてい
︻阿部知事︼
人工知能︑ロ る︒しっかり指導してい
ボット︑
ナノテクなどさら く︒
なるイノベーション︑技 術 ︻下沢議員︼
信州松本空港
革新を加速化していく︒ の国際化への具体策はい
︻下沢議員︼
大北森林組合 かがか︒
の補助金は︑返済計画を ︻阿部知事︼
一昨年 月か
どう立てさせ︑どのよう ら﹁路線拡充調査﹂を進
に返済させていくのか︒ めており︑観光・ビジネ

3,712 億円

12

政運営に邁進する ︒
﹁こん
にちは県 議 会です ﹂は ︑
より多くの地域で行いた
い︒全議員が参加できる
決算特別委員会を検討し
たい︒議員による海外研
修は︑知事とともに信州
を宣伝していきたい︒﹂
と︑県議会のさらなる活
性化をめざす決意を表明
しました︒

農政林務

文教企業
議会運営

4,983 億円
160

109
その他の経費

平成 27 年度
公債費
当初予算
8,695 億円 1,367

義務的経費

26

2月定例県議会で︑我
が会派の下沢代表が副議
長選挙に立候補し全員の
賛成を得て第 代副議長
に就任しました︒
選挙に先立ち行われた
立候補者の所信表明会で
下沢代表は︑﹁しっかり
と議長を補佐し公正な県
94

２月定例
県 議 会
予算総額は、公債費が減少する一方、地方創生総合戦略の
施策の具体化、社会資本の重点的な整備に取り組んだほか、社
会保障関係費や県税交付金等の増加により、平成27年度当初
予算と比べ62億円の増額になりました。

長野県PRキャラクター
「アルクマ」
C 長野県アルクマ
○

信州・新風・みらい

第４号
会派だより
長野県議会
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平成28年度当初予算の姿
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﹁こんにちは県議会で
す﹂を開催いたしました︒
特に︑県庁から遠く︑人
口が県内で１番目︑２番
目と少ない両村で︑住民
の皆様が地域に誇りをも
ち︑様々な活動に取り組
まれている姿に胸打たれ
ました︒
また︑一昨年度から取
り組まれています︑県庁
見学に訪れた小学生への
議場説明では︑私自身３
千名を超える児童の皆さ
んに説明しました︒子ど
もたちの素直な質問・疑
問や︑あとで届けられた
感想などから︑こちらも
学ばされることがたくさ
んありました︒
これらの取り組みを通
じまして︑私自身一回り

副議長退任にあたって
昨年の５ 月 日︑議
員の皆様から長野県議
会副議長の要職に御推
挙いただきました︒以
来︑西沢議長とともに︑
誠心誠意︑円満公平な
議会運営に万全を期す
とともに︑同僚議員各
位の御協力をいただき︑
微力ながら県政の発展
に最善を尽くしてまい
りました︒
こ の１ 年 を 顧 み ま す
と様々な出来事や課題
がありました︒私が委
員長を務めました広報
委員会では︑西沢議長︑
広報委員の皆様ととも
に︑県民に身近で開か
れた県議会を目指し︑
諏訪清陵高校附属中学
校や平谷村︑売木村で

地地域
て
域活
活性
性化
化について

平谷村と売木村では︑
人口が少なくても地域活
性化に努めている︒元気
づくり支援金や複式学級
回避への支援が役に立っ
ていることも確認できた︒
Ｉターンや協力隊員の方
の来村のきっかけは︑わ
ずかな出会いからとのこ
とで︑県としてもあらゆ

成長させていただけたも
のと思い︑感謝の気持ち
でいっぱいです︒
人間は直立歩行し︑道
具を手にし︑農耕を初め
て以来︑日々進歩してき
ました︒ひとは誰でも成
長し進歩できる︑あるい
は︑しなければなりませ
ん︒そのためにも︑誰に
も居場所と出番があるよ
う目指しています︒そし
て︑県民の皆様を代表す
る県議会も︑常に進歩・
成長し︑改革・改善に努
めなければならないと︑
改めて痛感しております︒
振り返りまして︑副議
長としての重責を果たす
ことができましたのも︑
ひとえに西沢議長並びに
同僚議員各位を初め︑理
事者や報道の皆様︑県民
の皆様の温かい御支援︑
御協力のたまものである

と感謝するとともに︑
厚く御礼を申し上げま
す︒
今後は︑副議長とし
てのこの貴重な１年間
の経験を踏まえ︑一議
員として︑微力ではご
ざいますが︑引き続き
県政発展のため努力し
てまいります︒今後と
も皆様方の一層の御指
導︑御鞭撻を賜ります
ようよろしくお願いい
たします︒
皆様︑この１年間︑
本当にありがとうござ
いました︒

名古屋長野県人会
盛大に開催される

２月６日名古屋市内で
﹁名古屋長野県人会﹂の
総会と新春懇親会が開催
されました︒県議会を代
表して出席し︑地酒で乾
杯条例の紹介や﹁飯田お
練りまつり﹂のＰＲをし
っかりしてきました︒県
人会の皆様のふるさと信
州への熱い思いに感動し
ました︒

今年度の成果などはど
うか？新年度も実施する
のか？知事一人では限界
があり︑県職員もさらに
地域や現場に足を運ぶよ
う要望する︒
知事からは︑新年度も
移動知事室は実施したい︒
職員にも現地に行くよう
求めたい︑とのことでし
た︒
県議会を代表して鏡開き

い︒
れている︒
なった︒
Ｉターンした方のお話
・ウルトラマラソンに取
・﹁売木ヒノキ﹂をブラ
からは︑わずかな出会い
り組みながら︑スポーツ
ンド化しようと取り組ん
のチャンスを確実にモノ
合宿の誘致などに取り組
でいる︒
にする熱意と︑来訪者を
・村の施設で旅館を営み︑ み︑年間１︑５００人以
大切にする風土が肝要と
上になってきた︒村での
訪れるランナーなどに一
痛感しました︒
生懸命料理を出している︒ マラソン大会を実現した
冬場の入客を増やしたい︒
阿 部 知 事 に 要 望・提 言
・観光協会として︑廃業
したガソリンスタンドを
る手段で情報発信をして
毎定例会の前段に知事
引き継いで営業している︒
ほ
しい︒
と
正
副
議
長
・
各
派
代
表
者
・山村留学は今期で３３
知事からは︑地域にし
との懇談会が行われます︒
期目となり９人を受け入
っかり目を向け支援した
今回︵１月 日︶私から
い︑とのことでした︒
は次の２点を提起しまし
た︒
移移
動動知
知事
事室
室に
につ
ついて
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副 議 長 を 退 任 ︑会 派 の 代 表 に
新 年 度 は 総 務 企 画 警 察 委 員 会へ
県政報告第 号をお届けします︒慣例により副議長を退任し︑
下沢新副議長に代わって会派の代表に就任しました︒新年度は県
議就任 年目にして初めて念願の総務企画警察委員会に所属し︑
また︑通算５回目の決算特別委員に内定しています︒新たな気持
ちでしっかり取り組みます︒

下 伊 那 郡 内 で﹁ こ ん に ち は 県 議 会 で す ﹂を 開 催
今年度の広報活動の新
たな取組として︑中山間
地域の課題を把握するた
め︑１月 日に﹁こんに
ちは県議会です﹂を開催
し︑県議会からは︑正副
議長と４人の広報委員及
び３人の地元選出議員が
出席しました︒

取り組んでいる︒
・商工会では︑高齢者の
買い物対策として︑﹁ひ
まわりネット市場﹂を立
ち上げ︑タブレットを使
った日常生活確保に取り
組んでいる︒
・生産者組合では温泉施
設で地元産の野菜など売
って頑張っている︒﹁観
光イコール農業﹂で進め

たい︒
・協力隊の活動として︑
酒米づくり︑トウモロコ
シの摘み取り体験︑高原
野菜作り︑スキーのイン
ストラクターに取り組ん
でいる︒
このほか︑観光立村の
ための国道４１８号の改
良︑県境を越えた鳥獣対
策︑工場誘致や雇用の確
保︑きれいな水や森林資
源の活用等︑ご意見・ご
要望をいただきました︒

売売木
村にに
木村
てて
﹁文化交流センターぶ
なの木﹂で開催し︑清水
村長はじめ︑㈲ネットワ
ークうるぎ︑NPO法人
つみくさの里うるぎ︑㈱
うるぎホープ︑村澤製材
工業㈲︑㈲喜乃志多︑商
工会︑観光協会︑山村留
学センター︑ウルトラマ
ラソンランナーの方など
に出席いただき︑地域の
様々な活動状況を伺いま
した︒
・休耕田等を活用する農
業法人を立ち上げ︑自然
乾燥のお米やトウモロコ
シを作り売り出している︒
﹁うるぎ米そだて隊﹂と
いう農業体験にも取り組
んでいる︒
・ＮＰＯ法人で︑つみ草
体験やつみ草料理に取り
組み︑一部は軽井沢のホ
テルに納品するようにも

22

平平谷
村にに
谷村
てて
﹁ひまわりの館﹂で開
催し︑小池村長はじめ︑
村議会︑教育委員会︑農
業委員会︑農業等生産者
組合︑商工会︑猟友会︑
地域おこし協力隊員の方
などに出席いただき︑地
域の様々な活動状況を伺
いました︒
・猟友会では毎日見回り
をして猿の被害をほとん
どなくすことができた︒
農業委員も全員がワナの
資格を取って被害対策に

２月定例会では各会派の代表に
よる代表質問が行われます。私は
４会派のうち２会派の代表質問の
議事進行を担当しました。また一
般質問は、質問に立った38人の
議員のうち13名を担当しまし
た。７日間緊張の連続でした。

長野県議会 信州・新風・みらい
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36

下沢代表の代表質問の議事を進行

みなさまのご提言やご要望をお寄せ下さい。

小島康晴の

10
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〒380-8570 長野市南長野字幅下692-2
電話(026)232-0087 FAX(026)231-5592
HP:http://shinshinmirai.com
E-mail:info@shinshinmirai.com
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